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元総理の小泉純一郎氏が、 名古屋の講演で、 脱原発を話題にされたとの報。 折
しも、 アメリカは、 債務超過に陥らんとしながら、 日米防衛協力のための指針見
直しと、 日本の関与する大きな話題は、 日々、 時間を問わず入ってきます。

戦後の日本経済を牽引してきた製造業は、繊維、重電、造船、家電、自動車と、
その時代時代に世界に売れるモノ作りで、 今の日本を作り上げてきました。 日本
の製造業の基盤を担ってきた中小企業も、 それらの業界の中で、 飛躍的に巨大化
したり、 業態を変えながら生きてきたりと、 個々には、 様々なドラマがあっただ
ろうと思います。

しかし、 最近では、 その牽引力の中で頑張って残っていた、 家電も、 アジアの国々のメーカーに取っ
て代わられてきて、 今や、 海外の空港や街の一番目立つ位置の看板は、 日本ブランドから、 韓国のブラ
ンドに取って代わっています。日本ブランドで残っているのは、高級カメラと、半導体の部品でしょうか。

自動車に関しては、 最近、 日本国内でもドイツ車の台頭を感じますが、 日本のメーカーの得意だった
ハイブリッドもラインアップしてきているし、 クリーンディーゼルも日本で販売を増やしています。 あ
るドイツのメーカーでは、 日本の世界に誇れる技術の一つであるカーボンファイバーを車体に積極的に
用いた電気自動車、 ハイブリッド車を発売予定です。 世界初を踏み切る勇気は、 ドイツの企業の極め
方を感じます。

日本は、 明治以降、 西洋の文化を積極的に取り入れて、 日本人的に咀嚼して、 今の日本を作り上げ
てきたと思います。 モノづくりに関しては、 西洋の機械やモノをよく見て改良に改良を加えて、 人の
為に便利にする事に注力して、 その結果、 大いに日本を発展させることに寄与しました。 しかし、 今
は、 飛行機やテレビやインターネットの普及により、 真偽は検証せねばなりませんが、 世界的に情報の
圧倒的な即時性が担保されています。 情報やモノの入手性の速さは、 戦後間もなくに比べて圧倒的に早
いです。 当時は、 日本の中でも、 東京のファッションが、 田舎に伝わるまでに、 1シーズンのタイム
ラグがあると言われていましたが、今は、環境さえ整っていれば、フェイスブック、スカイプやライン、
インターネットを使えば、 世界中の最新の情報、 モノが世界の何処でも手に入ります。

このように変化した世界の中で、 これからの日本の企業が何をすべきか、 今は、 前述したインター
ネットに関わる新しいビジネスに携わる企業の元気が良いですが、 将来的に、 日本として世界で稼げる
仕事は何でしょうか。 西洋に見習うのでは無く、 日本らしさを極めた、 日本発の世界初のモノ作りが
必要なのではないでしょうか。

企業が永続するためには、 その時代時代に合わせて変化して行く勇気が、 昔から問われています。 変
化できないと、 企業の暗部の弊害が、 企業を滅ぼす事にもなりかねません。 我々、 企業人は、 変化を
恐れてはいけません。 国のトップも、 これからの日本のビジョンを掲げて、 将来に向けて進んでほし
いものです。

アサヒ繊維工業株式会社 

代表取締役社長　 　

2013 年秋に思う事
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はじめに
昨期より関東支部と関西支部の二拠点で活動してきた技術委員会は、 この第18期さらに関東支部の体

制を一新し、 支部長として神奈川工科大学の市村重俊 准教授を迎えることになった。 技術者の養成に
活動の軸足を置き、 当工業会の資産とも言うべき大学教員とベテラン技術者の知識・技術を、 会員企業
の若手技術者に伝承することを目指す。

1. 技術委員会の役割
当工業会における技術委員会の役割は、 ホームページで次のように記されている。

「当工業会の核となる委員会で、 会員企業の技術のレベルアップ、 情報収集、 技術開発の方向付けと
提案に関する活動を行う。 又、 各種行事（講演会、 講習会、 シンポジウム、 施設見学など）に関する諸
活動と会員間での交流会などの企画、 運営を行う」

この期待に応えるべく、 これまで会員企業のベテラン技術者らが技術委員として、 基礎講座、 基礎
実験講座、 技術講座、 工場見学会などの行事を企画し、 運営してきた。 基礎講座および基礎実験講座
では若手社員の育成を、 また技術講座や工場見学会では、 先端技術や応用に関する最新情報の提供を狙
いとしてきた。

これらの行事を通じて、 会員企業の社員教育や技術開発の方向付けに寄与し、 委員会としての役割を
果たしてきたものと自負している。 しかしながら、 発足してから16年を経た今、 いくつかの課題も散
見されるようになってきた。

2. 技術委員会の課題
技術委員会の近年の状況は、 下記のようである。
① 活動がルーチン化している
② 委員の世代交代が進まない
③ 若手委員の出席率が低い
上記のうち、 とくに③が技術委員会の現状を端的に示すものである。 これには勤務先と委員会開催地

との距離が遠いことや、 本業と委員会業務の掛け持ちで負担が大きいことなど、 いくつかの原因が挙げ
られるが、 これらはあくまでも表面的な原因だと言えよう。 根本的な原因は、 多少の犠牲を強いてで
も参加したいと思うだけの魅力が委員会には乏しかったということである。 このため、 委員の世代交代
が進まずに固定化されてしまい、 活動内容もルーチン化してしまったものと考えられる。

3. 昨期の活動
以上の課題を踏まえ、 第17期は技術委員会の体制を大きく変えた。 関東支部と関西支部の二拠点と

し、 関東支部長には横浜国立大学 中村一穂 准教授、 関西支部長には大阪府立大学 岩田政司 教授が、
また両拠点のパイプ役となる技術委員長には関西金網㈱石川 敏が就任した。 これにより若手委員が参加
しやすい環境を作るとともに、 各支部が共通の基本方針のもと、 各地域の特徴を生かした活動を行うこ

次世代を担う技術者の養成を目指して　
－技術委員会の再編と第18期の方針－
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とにした。
この方針に従い、 関東支部では行事を育成系のものに絞り（実用固液分離技術講座（共催）、 技術者養

成セミナー、 基礎実験講座）、 ベテラン技術者を講師として開催した。 また、 技術委員会には毎回、 当
工業会以外からも大学の先生をお招きし、 気軽に質疑応答できる技術サロンのような雰囲気のミニセミ
ナーを開催した。

一方の関西支部では、 関西地域の会員企業を対象に、 新入社員や営業職社員の基礎技術力向上を目的
として技術者養成セミナーと基礎実験講座を開催した。 これらの行事では、 若手委員が中心となって企
画だけではなく運営や講師も経験することにより、 受講生だけではなく若手委員にとっても貴重な学習
機会となった。

4. 第 18 期の方針と体制
今期の方針を、 次のように定めた。
① 技術委員会の活動目的を、 会員企業ならびに技術委員自らのレベルアップとする。
② 若手委員が主体となって、 自らが参加したいと思える企画を立案する。
③ 大学教員やベテラン委員の支援を最大限に享受する。
④ 行事の運営や事務的業務については、 事務局との連携をさらに深める。

このような方針を定めた背景は、 以下の通りである。
まず、 技術委員会の活動に対して、 委員ならびに所属企業からの期待を再認識した。 その期待とは、

同分野における著名な大学教員ならびに豊富な経験と知見をもったベテラン技術者と、 若手技術者とか
ら構成される当委員会において、 人脈形成や情報収集ができるということである。 このような人的資源
に恵まれた環境で活動することは、 若手委員にとってたいへん貴重な学習機会であり、 ひいては所属す
る会員企業、 さらには産業界の発展にも寄与することであろう。 換言すれば、 委員は所属企業からこ
れらを期待されており、 委員会へ参加することのメリットを求められているわけである。

その一方、 委員は各所属企業における本業を、 もちろん優先しなければならない。 委員会活動と本
業とのバランスを考慮すると、 従来であれば年4、 5回あった行事は、 年2回が適当であると考える（そ
のための委員会は年4～6回開催）。

今期の体制は10月10日の総会で配布される会員名簿を参照願います。 関東支部は体制を一新し、 支
部長には神奈川工科大学の市村重俊 准教授を迎えることになった。 副支部長はオルガノ㈱の鈴木雄大氏
である。 一方、 関西支部は若干の委員交代はあるが、 基本的には昨期と同様で、 支部長は大阪府立大
学 岩田政司 教授、 副支部長は安積濾紙㈱の白石松太郎氏である。

おわりに
私たち技術委員会は、 会員企業のみならず委員自らのレベルアップも目指し、 大学教員とベテラン技

術者の知識・技術の伝承を新体制のもと鋭意進めていく所存である。 引き続き暖かいご声援を、 よろし
くお願いいたします。

〈技術委員長　石川　敏（関西金網㈱）〉
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私ども日本液体清澄化技術工業会は、 さまざまな分野における、 液体の清澄化技術に関連した企業及
び大学の研究者で構成されている団体です。 そうした中で私たちにできる技術貢献として、 毎年会員企
業の若手社員を対象にスキルアップを目的とした基礎技術セミナーを開催しております。 今年は、 セミ
ナーの名前を「技術者養成セミナー」と一新し、 水処理に関わる様々な分野(急速ろ過、 限外ろ過、 イオ
ン交換、 流体力学の基礎)に関して優れた技術をお持ちである会員企業の方々に講師を務めていただきま
した。

同セミナーは2013年7月11日にかながわ労働プラザにて開催され、 大変多くのご参加をいただき、
会場は満員となりました。 ご講演いただいた講師の皆様、 ご参加いただいた皆様のご協力もあり、 質
疑応答や技術交流会でも活発な意見交換が行われ、 技術のスキルアップ及び情報交換の場を提供するこ
とができたと思います。

LFPI技術者養成セミナー（関東開催）報告

岩崎 守氏・栗田工業㈱
流体力学の基礎

比留間 敏和氏・㈱トーケミ
急速ろ過

古本 五郎氏
・旭化成ケミカルズ㈱

限外ろ過

横田 治雄氏・オルガノ㈱
イオン交換

セミナー風景 技術交流会風景

〈技術委員会〉
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LFPI技術者養成セミナー（関西開催）報告
2013年7月23日（火）に、 大阪府立大学工学部にて技術者養成セミナーが開催されました。 今回の題

目は「不織布・カートリッジフィルターの濾過技術－基礎から応用まで－」で、 ①ろ過・圧搾の基礎理論   
②不織布フィルターの基礎　③不織布・膜フィルターの応用について、 講義を受講いたしました。

ろ過・圧搾の基礎理論（講師：大阪府立大学大学院工学研究科 教授 岩田 政司 様）では、 濾過の分離メ
カニズムを各種濾過機の説明を交えながらご説明頂き、 その後、 ケーク濾過理論、 定圧濾過機の設計
など、 濾過に関する各種の理論を体系的に学びました。

不織布フィルターの基礎について（講師：ダイワボウプログレス株式会社 和氣坂 弘二 様）では、 フィ
ルター用不織布の種類や材質、 製法を始め、 液体用カートリッジフィルターの種類、 構造および基本性
能について説明を受けました。素材の基礎から製品まで、系統立てて分かりやすく解説して頂きました。

不織布・膜フィルターの応用について（講師：JNCフィルター株式会社 川崎 真生 様）では、カートリッ
ジフィルターの応用製品例として大型タイプや小型のカプセルタイプ、 またオールフッ素製品の特徴や
特性について、 最先端の技術情報も交えながら解説して頂きました。

濾過の基礎理論から応用例まで体系的に学ばせて頂ける非常に貴重な機会を与えて下さり、 講師の皆
様や幹事の皆様に深く感謝申し上げます。

テ ー マ：2013年度技術者養成セミナー（関西支部開催）
　　　　　－不織布・カートリッジフィルターの濾過技術－基礎から応用まで－
開催日時：2013/7/23（火） 
講　　座：13:20～17:20　交流会：17:20～19:00
場　　所：大阪府立大学 工学部 物質化学系 B5棟3F 共同セミナー室（3B-34室）
内　　容：
　講演1　13:20－14:50　ろ過・圧搾の基礎理論 
　　講師　大阪府立大学 大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 化学工学分野　教授 岩田 政司 様 
　講演2　15:00－16:00　不織布フィルタの基礎について 
　　講師　ダイワボウプログレス株式会社　和氣坂 弘二 様 
　講演3　16:10－17:10　不織布・膜フィルターの応用について 
　　講師　JNCフィルター株式会社　取締役開発部長　川崎 真生 様
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講演2　不織布フィルタの基礎について 
講師　 ダイワボウプログレス株式会社　 

和氣坂 弘二 様

講演1　ろ過・圧搾の基礎理論 
講師　 大阪府立大学 大学院 工学研究科 物質・化学

系専攻 化学工学分野　教授 岩田 政司 様

講演3　不織布・膜フィルターの応用について 
講師　 JNCフィルター株式会社　取締役開発部長 

川崎 真生 様 技術交流会

 〈安積濾紙㈱　越智　真弓〉



AUTUMN／2013 LFPI News Letter No.65
�

日本液体清澄化技術工業会

「第23回LFPI青年部会講座 ～すみだ水族館～  
都市型水族館における水循環の新しいあり方」参加レポート

【概要】
開催日：平成25年7月19日（金曜日）
場　所：東京都墨田区押上1-1-2　東京スカイツリータウン ソラマチ5、 6階
参加者：29名

今年の猛暑を予感させる7月19日、 すみだ水族館の協力を得て、 すみだ水族館内の水処理施設の見
学と完全人工海水の講演を開催いたしました。

すみだ水族館は東京スカイツリーを含めた総合施設、 ソラマチに2012年5月22日に開業した、 まだ新
しい水族館で特徴の一つは国内で京都市の京都水族館に次いで2例目の人工海水を利用した水族館です。

今回の講師を担当された展示飼育部の芦刈様の説明によると、 臨海エリアの水族館の多くは、 船に使
用されるバラスト水を購入して水の入替えを行っており、 この人工海水技術により海岸沿いのエリア以
外にも水族館を持つことが可能になるとのこと。

メインとなる水族館には、 テレビ番組とコラボレーションした展示や有名デザイン会社によるディス
プレイ、 クラゲの育成が楽しめるラボなど見せる工夫が多岐にわたり施されている。 ちなみに、 日本
にはおよそ70の水族館があり、 年間2千万人が利用している産業とのこと。

【見学コース】
ペンギン水槽の水処理設備

凝集沈殿、 プレート式熱交換器による温度調節、 圧力式（サンドフィルター）でのろ過、 オゾン発生
装置での殺菌、 プロテインスキマーによる加圧浮上、 脱窒装置での硝酸分解が行われている。

ペンギンを含めた海獣の飼育は糞尿が臭く処理が大変なようです。 一般的な水族館は、 来場客が水槽
内の空気に触れないような設備にして、 臭いを感じないようにしています。 そのために水槽内にある
FRP製の岩の模型に脱臭塔を設けることや、 エアカーテンによる臭気の遮断などを行っている。 ただ、
一番効果的なのは陸場の清掃とのこと。

【講演内容】
〇設備の紹介
〇開放水槽の臭気対策…徹底した清掃、 脱臭塔による吸気、 明確な検査項目を設けた水質管理
〇 人工海水の製造方法…ペンギンの水槽350tに対して1%／日の新しい人工海水を入れ、 塩分濃度を管

理。 魚類系と海獣系で塩の性質を使い分けている
〇人工海水のメリット、 デメリット

 メリット：海水の安定供給、塩分濃度を調節可能、海水の影響を受けない、雑菌、汚染などが少ない、
CO2を排出しない
デメリット：海水を作成する手間がかかる
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【水族館の課題】
開業当初は水質が安定しなかったが、 今回見学した水処

理設備を効果的に活用する事により大分改善されてきた。
しかし、 今ある技術の中でも取り組んでいない水処理方法
もあるのでLFPIの会員の方も含め、 色々と試して改善対応
をしていきたい様子でした。

今回の講座にご協力いただいた、 すみだ水族館の皆様、
オリックス・ファシリティーズ様に感謝申し上げます。

東京スカイツリー

脱臭塔の吸気口が見えるでしょうか 全てのペンギンの名前を確認しながらの餌やり

参加者の集合写真 海獣の臭い対策がされた水槽

〈報告：ニクニ　袴田　和己〉
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環境・エネルギー委員会見学会報告
（青森県六ケ所村　閉鎖型生態系実験施設、エネルギー関連施設見学会）

環境・エネルギー委員会は青森県六ケ所村にある、 環境エネルギー関連施設の見学会を2013年8月7日
に開催した。 一説には、 地球温暖化の影響かとも言われているように、 今年は各所で過去に例を見ない
降雨や高温が観測されている。 東北地方もこの例にもれず、 大雨のニュースがよく報じられていた。 本見
学会は運よくそれらのはざまで晴天のもと開催できた。12時30分、 青い森鉄道の三沢駅で待ち合わせた。
当初、 青森県の六ヶ所村とあって地理的にも遠い場所であり、 募集人員を7名に絞り募集を行ったところ
13名の参加申し込みがあり、 移動手段をタクシーからマイクロバスに変更することができ好評であった。

三沢駅から三沢空港の戦闘機爆音をくぐり、 国道338号線のどかな夏の緑の風景から木々の間が急に
開けたところに六ヶ所村がある。 今回の見学先（公財）環境科学研究所、 六ヶ所原燃PRセンターは尾駮
沼を囲む丘陵地帯にあった。

（公財）環境科学研究所
この研究所は、 放射性物質および放射線の環境への影響とその安全に関する調査・研究、 技術・情報

をなどの提供を行い、 原子力開発利用の円滑な発展に寄与することを目的としている。 その中で、「閉
鎖型生態系実験施設」は世界的にもまれな施設で、 宇宙の閉鎖空間を模した施設としてJAXAを始め各国
の宇宙開発関係者の注目する施設となった。

最初に見学を行った「閉鎖型生態系実験施設」では多胡主任研究員の説明のもと、 植物栽培区では窓越
しに稲の育成が見学できた。 ここでは、 土地の利用形態ごとに光合成による炭素の固定や、 固定された
炭素の土壌中の分解などの調査を行っている。次に、これらの管理を行っているバックヤードに移動し、
大気環境、 水環境、 土壌環境などをコントロールする施設を見学した。 排泄物や植物の未利用部を湿
式酸化処理で肥料に、 また系内の有害ガスの処理などをしている。 そして、 閉鎖施設での自給自足2名
の4週間生活スペースとその生活状況の説明を受けた。

引き続き2番目の見学として、 同じ敷地内にある「全天候型人口気象実験施設」に移動、 石川課長の説
明をうけた。この施設は、人口降雨・降雪を自由にコントロールできる施設で、この地方独特の気象「や
ませ」の再現も可能であると説明を受けた。 その後、 この研究所の全体の説明を受け、 約2時間の有意
義な時間が過ごせた。

バックヤードでの説明風景 閉鎖空間での食事写真など
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六ヶ所原燃 PR センター
環境科学研究所から車で10分ほどの所に六ヶ所原燃PRセンターがある。 事前に見学申し込みをして

いたので、 玄関先に知的なコンパニオンの方々が出迎えてくれた。 見学に先立ち青森県、 六ヶ所村の
産業・文化などの説明があり、 国のエネルギー政策の重要拠点で、 原子力のみならず風力発電、 原油備
蓄などの話を聞いた。 その後、 館内を案内された。 最上階の展望ホールからは優雅に回る風力発電の
風車を見学、 核燃料再生処理の工程を示した見学コースで説明を受けながら約1時間の見学を行った。

技術交流会
見学会終了後、 三沢駅近くのホテルにおいて9名の参加で技術交流会を行った。 地元の食材を使った

料理と六ヶ所村の長芋から作ったレアー物の焼酎をいただきながら、 短い時間であったが和やかに交流
会を行った。

〈東洋スクリーン工業㈱　坪内〉

PR センターから見た風車 参加者の記念写真
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8月30日アルファ・ラバル株式会社　湘南センター　分離技術試験室で技術委員会関東支部開催による
第15回 基礎実験講座は、定員であった8名様の参加を得て下記2テーマを4名単位で交互に受講頂いた。 

テーマ A　遠心沈降実験とスケールアップ 
内容： パン酵母水溶液を試料として、 遠心沈降器と小型ディスク型遠心分離機による遠心沈降実験から

連続遠心分離のスケールアップ方法を学ぶ  

講師：アルファ・ラバル株式会社 湘南センター　分離技術試験室　青木 裕氏

テーマ B　イオン交換樹脂の基礎と基本操作 
内容： カラム通液式によるイオン交換樹脂の基本的な実験方法を学ぶと共にイオン交換樹脂のタイプに

よる挙動の違いを確認する 

講師：ランクセス株式会社　液体高純化テクノロジーズ　宮原 成佳氏、 佐藤 功治氏 

会場であったアルファ・ラバルのプレート式熱交換器工場の紹介と見学を実験準備の時間を活用して1

時間実施された。

午前中の座学による基礎理論の説明という「形式知」の上に、 午後の実験では五感を働かすことによる

「暗黙知」を獲得いただき、 終了後の技術交流会では2時間半にわたり活発な質疑応答が展開され、 受講

者に「形式知」＋「暗黙知」を統合した「実践知」を形成いただくという基礎実験講座の所期の目的は達成

できたようである。

基礎実験講座（関東開催）報告

アルファ・ラバル湘南センター
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〈広報委員会〉

遠心分離実験 イオン交換樹脂実験

遠心分離機講義 イオン交換樹脂講義

技術交流会
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去る平成25年9月12日に技術委員会主催（関西支部）による第15回基礎実験講座が大阪府立大学にて
開催されました。

本年7月に開催した講座「不織布・カートリッジフィルタの濾過技術‐基礎編‐」に連携し、 次の3つの
テーマ「①定圧濾過・圧搾試験、 ②カートリッジフィルタによる濾過試験、 ③バブルポイント試験」の実
験講座が行われました。
実験1．定圧濾過・圧搾試験（講師　大阪府立大学　大学院工学研究科　教授　岩田政司 様）

基礎講座であった濾過理論のおさらいをしながら、 定圧濾過圧搾試験を行い結果データの解析までを
学びました。
実験2． カートリッジフィルタによる濾過試験（講師　JNCフィルター株式会社　川崎真生 様、 ダイワ

ボウプログレス株式会社　和氣坂弘二 様）
実験に用いたカートリッジフィルタはサーフェスタイプとデプスタイプの2種類とメーカー別（JNC

フィルター株式会社製とダイワボウプログレス株式会社製）の合計4種類で流量特性評価と濾過精度評価
の実習を行い、 データのまとめまで学びました。
実験3．バブルポイント試験（講師　大阪府立大学　大学院工学研究科　助教 田中孝徳 様）

3種類の精密ろ過膜と3種類の湿潤液の組み合わせによる精密ろ過膜の最大細孔径の測定試験方法を学
びました。

実験講座では参加者8名を3班に編成して少人数でさせていただき、 各人が各種機器、 装置を操作し
ながら実験に参加でき非常に有意義な講座であったと思います。

講師の方々には同じ実験・講座を1日に3回も繰り返して頂き、 誠にありがとうございました。

テ ー マ：第15回基礎実験講座（関西支部開催）
　　　　　不織布・カートリッジフィルタの濾過技術‐基礎編‐
開催日時：2013/9/12（木） 
講　　座：10：00～ 16:20　交流会： 16:30 ～ 17:30
場　　所：大阪府立大学　工学部　物質化学系　B5棟3F　実験室
内　　容：
　実験 1　定圧濾過・圧搾試験 
　　講師　大阪府立大学 大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 化学工学分野　教授 岩田 政司 様 
　実験 2　カートリッジフィルタによる濾過試験
　　講師　JNCフィルター株式会社　取締役開発部長 川崎 真生 様
　　　　　ダイワボウプログレス株式会社　和氣坂 弘二 様 
　実験 3　バブルポイント試験
　　講師　大阪府立大学 大学院 工学研究科・物質・化学系専攻 化学工学分野　助教 田中 孝徳 様

〈大塚実業㈱　松田　直樹〉

基礎実験講座（関西開催）報告



AUTUMN／2013 LFPI News Letter No.65
��

日本液体清澄化技術工業会

定圧濾過・圧搾試験 カートリッジフィルタによる濾過試験

バブルポイント試験 技術交流会
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＜古墳の街にある学び舎＞
日本一の山、 富士山の世界遺産登録が大変話題となっておりますが、 大阪府立大学中百舌鳥（なかも

ず）キャンパスがある大阪府堺市およびその周辺自治体では「百舌鳥・古市古墳群」の世界遺産登録に向
けた運動がございます。 現在、 ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載された段階で、 保護管理計画の
策定やその普遍的価値が認められると、 日本国の候補としてユネスコ世界遺産委員会へ推薦され、 審議
が行われた後に世界遺産として登録されます。「百舌鳥・古市古墳群」はエジプトのクフ王のピラミッド、
中国の秦の始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓の一つと言われる仁徳天皇陵古墳を代表として、 様々な形状・
大きさの古墳を擁しています。 現在その姿を保っているのは47基程度ですが、 4世紀後半から5世紀後
半の古墳時代には100基を超える古墳がこの地に造られたと言いますから、 大変驚きです。 このような
1600年の歴史を感じる街、 堺に私どもの大阪府立大学中百舌鳥キャンパスがございます。 新大阪駅か
ら市営地下鉄御堂筋線に乗り大阪の市街部の地下を40分ほどかけて縦断していただくと終着のなかもず
駅に到着します。 煩雑な乗り換えは必要ありません。

私が所属する工学域 物質化学系学類 化学工学課程（旧 工学部 化学工学科）では化学工学についての基
礎的かつ幅広い専門教育を一貫して行っております。 本学とLFPIとの関わりは古く、 本学の向阪 保雄 
名誉教授はLFPI名誉会員でもあります。 向坂先生には本年開催いたしました第22回青年部会講座「関西
国際空港の水インフラ」にお越しいただき、 今もなお、 本会を温かく見守って頂いていることを実感い
たしました。 一方、 私はLFPIに加えていただいて間もない若輩者ですが、 技術委員・青年部会メンバー
を兼任して活動させていただいております。 また、 大学ではLFPI技術委員会関西支部代表の岩田政司
教授と協力して凝集・沈降・濾過・圧搾を含む固液分離について、 理論的な背景に基づき研究を推進して
おります。

なお、 本年度は技術者養成セミナーおよび基礎実験講座（関西支部開催）を大阪府立大学で開催いたし
ました。 この種のセミナー・講座の機会に、 あるいは個別の技術相談などで古墳の街・堺にある学び舎
に是非お越しください。 お待ちしております。

　　技術委員のつぶやき話（その14）
大阪府立大学 工学域 物質化学系学類 化学工学課程 助教　田中　孝徳

大阪府立大学 中百舌鳥キャンパスの航空写真
（右手に写っているのはニサンザイ古墳）
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私のオフタイムとしてひとつあげるなら、 ケーキ・パン作りになるでしょうか。
はじめたのは結婚後、 元々こうした事が嫌いではなかったこともあり、 連れ合いに先導されてパンや

ケーキを作るようになりました。 当初はパン主体だったのですが、 近頃はケーキ、 特にベイクドチー
ズケーキとなっています。

今使用しているオーブンは、 パンの材料を入れれば、 まず混ぜ、 捏ねそして1次醗酵まで行ってくれ
ます。あとは成形して、2次醗酵の後、焼くだけです。これではなかなか製作意欲が駆り立てられません。

最近は、 ベイクドチーズケーキをよく作り、 板チョコとココアをたっぷり使用したブラウニーという
チョコレートケーキも時々作ります。

私が焼くベイクドチーズケーキは、 2つに区分され、 卵白のメレンゲを用いフルーツやナッツ類をい
れないスフレチーズケーキとクリームチーズとプレーンヨーグルトと基本にするベイクドチーズケーキ
です。 後者のケーキには、 フルーツやナッツ類がよくマッチする為、 色々なものを組み合わせていま
す。 フルーツ類としては、 レーズン、 バナナ、 りんご、 イチゴ、 キウイ、 かぼちゃ、 グレープフルー
ツ、 アボガド、 ブルーベーリー、 各種ドライフルーツなどを用い、 またナッツ類としてアーモンド、
カシューナッツなどを用います。 これら材料はたまたま身近にあるもの目にしたものを使用する場合も
多く、 何が入っているかが我が家のクイズにもなっています。

最近初めて用いたものが粒アンです。 今まで見聞きしたチーズケーキのレシピで粒アンを使用したも
のはなかったのですが、 これは面白いのではと思ってチャレンジしましたが、 なかなか好評でした。

どんなレシピでも材料は正確に測るのが基本と強調されていますが、 私はわりと大雑把にしています。
レシピ通り作って半端に残った材料はどうするんだとの思いで、 今迄の実績とカンで増減したり、 代用
品で補ったりしています。

しかし砂糖とリキュール類は注意しています。 これらは、 食べる人の嗜好や年齢を考慮して、 砂糖
は大幅に増減することにしており、 またリキュール類を使用するか、 しないかを決めています。

このところ気に入っている作り方はプレーンヨーグルトを一晩水切りし、 水分量を極力減らすことで
す。 こうすると出来上がりが濃厚な感じになります。

今まで、 色々な本など参考にかなり適当に作っていましたが、 今後は自分なりのレシピを整理して行
きたいと考えております。

〈森永エンジニアリング株式会社　高瀬　敏〉

広報委員のオフタイム
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記後集編
光陰矢の如し、 今年も残すところ3ケ月を切
りました。 今年はとても暑い夏でした、 各地
で今までの最高温度が記録され、 四国四万十
市では42.0℃と国内観測史上の最高温度が記
録されるほどでありました。 また猛暑のため
大気も不安定になり竜巻も各地で発生し、 被
害が発生しております。
地球温暖化の影響かとも思われますが、 この
先人類の英知で克服していかなければと思わ
れます。
LFPIも色々な課題を抱えてはおりますが、 こ
れらを更なる飛躍の種として、 一層の発展を
図るため、 今後ともLFPIのさまざまな活動
に、 会員皆様のご協力・ご参加のほどよろし
くお願い致します。

〈森永エンジニアリング　高瀬　敏〉


